まちのわだい
広報に掲載した写真をご希望の方、広報誌に関するご意見、
ご要望は、総務課総務グループ（広報担当）までご連絡くだ
さい。
※写真は電子メールによる提供も可能です。
・電 話 ３３－２１１１（内線 34 番）
・メール kouhou@chippubetsu.jp

５
５

ぴりかちっぷによる
こども縁日

町内の有志で活動する「ぴりかちっぷ」（塩
谷一美代表）が、ベルパークちっぷべつ公園
内で「こども縁日」を開催しました。
ヨーヨーつりや輪投げ、おめん作りなどの
コーナーが設置され、訪れた子ども達は縁日
の雰囲気を楽しみました。

５
10

暖かな春の陽気のなか
小学校全校児童遠足

小学校全児童の遠足が行われ、１・２年生
はめぇーめぇーランド、３・４年生は深川市
運動公園、５・６年生は沼田町田島公園を訪
れました。
好天に恵まれ、目的地へ到着した児童は、
持ってきたおやつを食べたり、友達とお弁当
を食べて楽しみました。

５
15

先人に対する敬意と感謝
開基 125 年開町記念式典

開基125年開町記念式典が開村記念碑前で
行われ、名誉町民をはじめ町政功労者など約
40名が出席しました。
式典では、町長がまちの近況報告と先人に
対する敬意と感謝の気持ちを述べ、出席者が
玉串を捧げました。

―
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広報ちっぷべつ
令和元年 6 月

５
19

ふるさとを懐かしんで
東京秩父別会総会

首都圏在住の秩父別出身者でつくる東京秩
父別会の第33回総会と懇親会が、東京都内で
開かれました。来賓含め約40名が出席し、ふ
るさとの思い出を語り合い親交を深めました。
懇親会ではマジックやカラオケ、町特産品
が当たる抽選会も行われ、会場は大いに盛り
上がりました。

５
25

青空の下熱戦！
中学校体育大会

第72回秩父別中学校体育大会が中学校グラ
ウンドで行われました。大会スローガン「剛
毅果断」のもと、生徒達は徒競走や走り幅跳
び、大縄跳びなど様々な競技で熱戦を繰り広
げたほか、応援合戦ではユニークなダンスや
仮装をして会場を沸かせました。大会は、大
接戦の末赤組が優勝しました。

５
27

秋の収穫を楽しみに
小学５年生田植え体験

中央西町内の田丸さんが耕作する水田で、
小学５年生の児童が田植え体験を行いました。
裸足で作業を行う児童たちは、田んぼのぬ
かるみに苦戦しながらも、全ての苗を丁寧に
植えました。
秋には実った稲の収穫体験も行われる予定
です。

５
28

消火活動を体験
こども園消防見学

認定こども園くるみの園児が27日・28日・
30日の３日間で組ごとに分かれ、消防秩父別
支署の見学を行いました。
園児達は職員から消防車や消火活動に使う
道具の説明を興味津々の様子で聞き入り、放
水活動の体験なども行いました。

広報ちっぷべつ
令 和 元年 6 月

―
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キョウイクツウシン

ブックスタート
～ 絵本との出会いを提供 ～

５月９日、老人福祉センターで行われた乳児
健診にあわせて、生後６～８ヶ月の乳児と保護
者を対象としたブックスタート事業を行い、対
象乳児と保護者に図書館から絵本を手渡しました。

Board of education
施設からのお知らせ
～ B＆Gプールがオープンします ～

秩父別町Ｂ＆Ｇプールが次のとおりオープン
します。皆様のご利用をお待ちしております。
利用期間 ７月６日～９月６日
利用時間 午後１時～午後６時
※但し、土日祝日及び夏休み期間中（７月24
日～８月18日）は午前10時開館

わくわくちっぴー体験隊
～ 図書館へ行こう！ ～

読み聞かせコーナー

で読み聞かせを体験

５月10日、ちっぷっ子ふれあいスクールの小
学１年生を対象とし、わくわくちっぴー体験隊
を行いました。今回は図書館へ行き、スタッフ
から図書館の利用方法等を学びました。

～各施設からのお願いです～
各施設のご利用に際しては、次のことを順守
しご利用ください。
■スポーツセンターなど利用者名簿を設置して
いる施設は、記名をしてからご利用ください。
■ミニゴルフ場は他の利用者に危険が伴います
ので、指定場所以外での利用は禁止します。
（※７～８月は使用禁止期間となります）
■ベルパークちっぶべつ公園内（ちっくる・キ
ュービックコネクション・野球場・テニスコ
ート・キャンプ場周辺）は自転車及びキック
ボード、スケートボード等の使用はできませ
ん。また、ベルパークちっぷべつ公園をご利
用の際は、ゴミのお持ち帰りと禁煙をお願い
いたします。

図 書 館 だ よ り
◆◇図書館行事のご案内◇◆
図書館では、読書に親しんでいただくために以下の行事を行っています。
子どもが対象の内容が多いですが、大人の方でも楽しめますので、皆様の参加をお待ちして
います。なお、詳細については、広報等でお知らせいたします。
○絵本おはなし会（毎月第４土曜日 午後１時30分から）
～紙芝居や絵本の読み聞かせ、簡単な工作などを行います。
○絵本おはなし会スペシャル（10月）
～絵本おはなし会のスペシャル版！楽しい企画が盛りだくさん！
○クリスマスおたのしみ会（12月）
～紙芝居や工作、ボランティアによる楽しいおはなし遊びなどを行います。
○おはなしコンサート（2月）
～図書館職員やボランティアによるお話しなどを行います。
※他にも楽しい行事を企画していますので、ぜひ図書館に足をお運びください。【電話３３―２２２０】

―
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広報ちっぷべつ
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キョウイクツウシン

新任の先生に聞きました！
小・中学校の新任の先生に聞きました ～「ちっぷべつの印象は？」
★植松 寿仁 （うえまつ よしひと） 教頭先生 【小学校】
澄んだ空気、きらきらした日の光、優しい風、ピカピカした星たちをよく感じています。
これらのすべては、秩父別小学校の子どもたちの心そのものかと思います。どんな時も、
子どもたちの健やかな成長に関わっていきますので、よろしくお願いいたします。

★髙橋 裕樹 （たかはし ひろき） 先生 ※３年生担任 【小学校】
豊かな自然に囲まれ、きれいな校舎でのびのびと素直に学ぶ子ども達。すばらしい教育環
境の町、秩父別と感じています。子ども達のために頑張っていきます。どうぞよろしくお願
いします。

★橋本 幸代 （はしもと ゆきよ） 先生 ※ことば３年生担任 【小学校】
子どもたちの笑顔がとっても素敵で、毎日元気をもらっています。
学校から見える景色もすばらしく、学校の雰囲気もあたたかいです。
今後とも、よろしくお願いします。

★横内 春名 （よこうち はるな） 先生 ※養護教諭 【小学校】
自然がいっぱい、きれいな空気がいっぱいの秩父別町。
そんな秩父別町で、のびのびと育っている元気でかわいい子どもたちに囲まれ、毎日
楽しく過ごさせてもらっています。どうぞよろしくお願いいたします。

★酒井 陽太 （さかい ようた） 先生 ※特別支援副担任 【小学校】
学校がとても綺麗でそれだけで元気がでます。
挨拶の声も大きく、各学年の隔たりがない良い雰囲気の学校で子どもがのびのびと生
活できていると思います。今後もよろしくお願いします。

★小熊 孝一 （おぐま こういち） 校長先生 【中学校】
明るく温かい生徒たちですね。あいさつも元気に交わし合い、清々しい毎日です。
秩父別の子ども達のために、地域の皆様と共に「小さくともキラリと光る学校づくり」
を進めて参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

★広瀧 龍一 （ひろたき りゅういち） 先生 ※１年特別支援担任 【中学校】
子ども達の元気な挨拶や笑顔に毎日助けられています。
少ない人数ですが、様々な活動が活発に行われ頑張っている姿が印象的です。
今後ともよろしくお願いします。

★久保 志織 （くぼ しおり） 先生 ※２ ・ ３年生副担任 【中学校】
町内に鳴り響く心地良い鐘の音にようやく慣れてきました。素直で元気な生徒が多く、
色んなことを教えてくれるのでとても頼もしいです。
生徒と共に成長していけるよう頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○ 教育通信に関するお問い合わせ先 ○
教育委員会 教育グループ 【電話３３－２５５５
広報ちっぷべつ
令 和 元年 6 月
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ＦＡＸ３３－３５４９】

寿

勇人

おめでとう
父の名
名

りょうこ

凉子

けっこん おめでとう
町内名 氏
名
旭
遠藤 優輔
旭
佐藤 早也花

中西

おたんじょう
町内名 氏

中央東
（敬称略）

Happy Birthday!

ち っ ぷ っ 子

お姉
ち
ゃ
んと
遊ぶ
の
大好 が
きで
す！

中山
５月 24 日
生まれ

あおと

葵翔ちゃん
ママ 千鶴さん
（ 駅前 町内 ）

町税等は納期までに
納めましょう
６月 25 日（火）は、町税等（町
道民税・固定資産税・国民健康保険料・
軽自動車税）の第１期の納期限です。
納め忘れのないようにしましょう。

◆◇ 戸籍の窓 ◇◆
令和元年
５月末日
現在

人

口 ２，４２１人（±０人）
男
１，１３４人（±０人）
女
１，２８７人（±０人）
世帯数 １，１２８戸（±０戸）

５月中の動き

出生
転入

１人・死亡
３人・転出

０人
４人

令和元年度狩猟免許試験のお知らせ
【狩猟試験予備講習】
◆日

時

◆会

場

◆受 講 料

７ 28

令和元年
月
日（日）
９時～ 16 時 30 分
岩見沢市会館まなみーる
多目的室①②③
・第１種、第２種
10,000 円
（テキスト代込み）

◆受付期間

【狩猟試験】

・網 7,500 円 ・わな 7,500 円
・第１種又は第２種と同時に網
又はわなを受講 (2 種類）
10,000 円
令和元年６月 25 日（火）
～ 7 月 23 日（火）

８ ４

月
日（日）
◆日時・会場 令和元年
９時～ 空知総合振興局

【お問い合わせ】
空知猟政協議会 電話 /FAX 0126-24-1111

経済センサス基礎調査を行っています
総務省統計局・北海道・秩父別町では、「経
済センサス‐基礎調査」を実施します。
この調査は、調査員が全国すべての事業所
の活動状態を実地に確認し、新たに把握した
事業所など一部の事業所には調査票を配布し
ます。皆様の調査へのご理解・ご回答をよろ
しくお願いします。

◆お問い合わせ
役場総務課総務グループ（税務担当）
電話 ３３－２１１１（内線 35）

■発行・編集／秩父別町総務課総務グループ 〒０７８－２１９２ 雨竜郡秩父別町４１０１番地
ＴＥＬ ０１６４－３３－２１１１
メールアドレス kouhou@chippubetsu.jp
■発行日／令和元年６月７日（月１回発行）
■印刷／（株）テラックス

